
掴む　
　Grip

Position the forklift truck in front of the
load.The Push/pull plate is extended
and grasps the tab.

●フォークリフトを貨物の正面に持ってきます。
●プッシュ・プルアタッチメントのフェイス部を
前面に出し、スリップシートの端を掴みます。

引き寄せ
　Pull

The push/pull plate is retracted while the
forklift truck moves slowly forward.

●プッシュ・プルフェイスを引き寄せると同時に
フォークリフトがゆっくり前進します。
●自動的に荷物はプッシュ・プルプレートに載り
ます。

持ち上げ/移
動

LIFT AND M
OVE

Lift the cargo and move to the place to 
unload.

●荷物を持ち上げに下ろし場所へ移動します。

　荷卸 
UNLOAD

●フォークリフトのギアーをニュートラルに入れます。
●プッシュ・プルアタッチメントのフェイス部を前に押し出し
ます。同時にフォークリフトは後ろにゆっくり下がります。
●掴んでいたスリップシートの端からプッシュ・プルアタッ
チメントは自動的にはなれます。

To unload, the forklift truck is geared in neutral 
while the push/pull plate pushes forward. 
The forklift truck moves backward. The tab is 
automatically released.
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ADVANCED PALLET SLIPSHEET

4種類の
コーナー
タイプ！！
4種類の
コーナー
タイプ！！

シートパレットシートパレットシートパレット

●何千もの木製パレットはもう必要なし!
●更に、今までの貯蔵スペースも他の商品置き場に
   使用できます。
●スリップシートは大きなコストセーブになります。
●No more need thousands of wooden pallets.
●Can use for the storage of the goods and parts instead.
●Can save much cost.
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特 徴

トラック・コンテナ・倉庫に…
FOR TRANSPORT OF TRUCK/CONTAINER AND 
STORAGE AT WAREHOUSE.
FOR TRANSPORT OF TRUCK/CONTAINER AND 
STORAGE AT WAREHOUSE.

トラック・コンテナ・倉庫に…

コストダウン
Cost down

保存・輸送の効率化
Effectiveness of storage 
and  transportation

環境問題
Environmental issue

安全性
Safetyness

木製パレットに比べて製品自体の値段,保管場所や輸送経費が安い。50～80枚のスリップシートが一枚の木製
パレット分のスペースにあたるので、その分保存や輸送経費を節約！
Comparing with wooden pallet, sl ipsheet is cost saving in price and expense for storage and transportation cost since 50-80
slipsheets can be stored in the space of one wooden pallet.

扱いが簡単で、保存に於いても嵩張らず、軽く場所を取らない。スリップシートは約1kg(木製パレット約30kgに
。る来出がとこむ込み積に分余％01約てべ比に用使トッレパ製木、て持に単簡もで性女、でのい薄く軽と)てし対

ダイヤ型
Diagonal corner

バタフライ型
Round butterfly corner

スクエアー型
Square corner   

ロック型
Lock corner

Features

使用例と使用方法 How to use

コーナーの種類 Corners

ADVANCED PALLET時代の先取り時代の先取り

Handling is easy. No need wide space. Light weight, even lady can handle and pack up 10% more products per shipment comparing wooden pallet
use because the slipsheet  is about 1 kg（against 30kg of a wooden pallet） and very thin

リサイクルが出来、ねずみの糞や他国のカブトムシの卵を混入しないので、それらの被害を抑えることが出来る。
Slipsheets is recyclable. and can reduce rodent infestation and egg of longhorn beetle produced in other country.

作業中のケガを減少！木製パレットの有るような釘、ささくれ等による怪我がなくなる。
Slipsheet reduces worker and warehouse hazards. Slipsheet will not produce nail, jagged ends like wooden pallet does.
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